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仕様 
温度の仕様 
 
 6332A 7342A 

温度範囲 [1]  
(周囲温度が 23 °C の場合) 50 °C ～ 300 °C -40 °C ～ +150 °C 

表示精度 [2] 1.0 °C 1.0 °C 
温度安定性 [3] 0.01 °C 0.01 °C 

温度均一性 – 作業面積 [4,5] 
50 °C ～ 200 °C: 0.015 °C 
201 °C ～ 300 °C: 0.02 °C 

0.01 °C 

温度均一性 – 作業容積 [4,6] 
50 °C ～ 200 °C: 0.02 °C 
201 °C ～ 300 °C: 0.025 °C 

0.015 °C 

加熱時間 [7] 25 °C ～ 300 °C: 165 分  
(シリコンオイル、710) 

-40 °C ～ +25 °C: 35 分 (エタノー

ル) 
25 °C ～ 150 °C: 75 分 (シリコンオ

イル、200.50) 

冷却時間 [7] 300 °C ～ 80 °C: 825 分   
(シリコンオイル、710) 

150 °C ～ 25 °C: 110 分  
(シリコンオイル、200.50) 
+25 °C ～ -40 °C: 135 分  
(エタノール) 

安定待時間 [8] 20 分 20 分 
工場出荷時の校正 国家標準へトレーサブルな校正 (校正範囲は限定される) 

注記 
1. 温度範囲は周囲温度およびタンクのカバー有無に依存します。特にタンクカバーを用いない場合は、水分の結露やクーラー部の氷着に

より、マイナス温度での到達時間や到達温度が限定的となることがあります。 
2. 表示精度は、校正の不確かさと 1 年間の安定性を含む信頼の水準 99 % (包含係数 k = 2.58) の不確かさとして記載されています。 
3. 温度安定性は、安定後 15 分間における液体の温度の標準偏差で、 2 標準偏差の値として規定されています。 
4. 温度均一性は、作業容積または作業面積内における最高温度と最低温度の差の 1/2 の値として定義されます。温度均一性の仕様は信頼

の水準 99 % (包含係数 k = 2.58) で記載されています。 
5. 作業面積は直径 75 mm の領域として定義され、参照用温度計と被校正温度計は、液面から 100 mm の深さから最大挿入深さ 360 mm 

までの範囲で、温度計の感温部が同じ深さに挿入されており、液体表面は液面の最小ライン以上とします。 
6. 作業容積は、液面から 100 mm の深さの位置から始まる、75 mm×280 mm の円柱の容積として定義され、液体表面は液面の最小ライン

以上とします。 
7. 冷却または加熱時間は、温度の設定値が変更されたときから、液体の温度が設定値の表示精度内に到達するまでの時間です。冷却また

は加熱時間は環境温度、電源電圧、負荷 (被校正温度計の太さと本数)、およびタンクカバー有無に依存します。電源電圧が低い場合、

加熱時間が長くなることがあります。  
8. 安定待時間は、冷却または加熱が設定値に到達してから、液体が「温度安定性」仕様に相当する温度範囲に達するまでの時間です。  

一般仕様 
寸法  

(オプションのアクセサリーを含まない) 

高さ ............................................................. 1080 mm 

幅 ................................................................ 445 mm 

奥行 ............................................................. 495 mm 

重量 

6332A .......................................................... 総重量 49 kg 

                                                                     正味重量 26 kg 

7342A .......................................................... 総重量 74 kg 

                                                                     正味重量 50 kg 

タンク容量 .................................................. 12 リットル  

内部タンク径 .............................................. 直径 145 mm 

最大深さ ...................................................... 450 mm 
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製品仕様 
環境条件 ...................................................... 18 °C ～ 28 °C 

相対湿度 5 % ～ 90 % (結露なきこと) 

制限動作条件 .............................................. 0 °C ～ 40 °C 

相対湿度 5 % ～ 90 % (結露なきこと) 

最大動作高度 .............................................. 2000 m 

保管環境 ...................................................... -40 °C ～ +70 °C 

相対湿度 5 % ～ 95 % (結露なきこと) 

6332A 供給電圧 .......................................... 定格 115 V (±10 %)、60 Hz 

定格 230 V (±10 %)、50 Hz 

1600 VA 

7342A 供給電圧 .......................................... 定格 115 V (±10 %)、60 Hz 

定格 230 V (±10 %)、50 Hz 

1300 VA 

表示分解能 .................................................. 0.01 

寸法

(オプションのアクセサリーを含まない)

高さ ......................................................... 1080 mm 

幅 ............................................................ 445 mm 

奥行 ......................................................... 495 mm 

重量

6332A ..................................................... 総重量 49 kg 

正味重量 26 kg 

7342A ..................................................... 総重量 74 kg 

正味重量 50 kg 

タンク容量 .................................................. 12 リットル 

内部タンク径 .............................................. 直径 145 mm 

最大深さ ...................................................... 450 mm 

リモート・インターフェイス ..................... RS-232 ポート、9600 ～ 23040 ボー – SCPI 準拠コマンド・セット 

リモート・インターフェイス ..................... USB 2.0 デバイス・ポート、シリアル・ポート・エミュレーション - SCPI 準
拠コマンド・セット

安全性 ......................................................... IEC 61010-1、過電圧カテゴリ II、汚染度 2、屋内専用、IEC 61010-2-010、
IEC 61010-2-011 

電磁両立性 (EMC) 

国際規格 ...................................................... IEC 61326-1: 基本的な電磁環境 

CISPR 11: グループ 1、クラス A 

グループ 1: 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的
に生成/使用する機器です。 

クラス A: 商業施設、電気設備など低電圧電力供給網に直接接続された施設
での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、
電磁両立性を確保することが難しい場合があります。 

注意: 本製品は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電
波受信に対する保護が十分でない場合があります。 

韓国 (KCC) .................................................. クラス A 機器 (産業用放送通信機器) 

クラス A:  本製品は産業電磁波装置要件に適合しており、販売者およびユ
ーザーはこれに留意する必要があります。この製品は商用としての使用を
意図しており、一般家庭で使用するものではありません。 

米国 (FCC) .................................................. 47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除機器と見なされます。 
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温度の仕様 

6332A 7342A 

温度範囲 [1]  
(周囲温度が 23 °C の場合) 50 °C ～ 300 °C -40 °C ～ +150 °C

表示精度 [2] 1.0 °C 1.0 °C 
温度安定性 [3] 0.01 °C 0.01 °C 

温度均一性 – 作業面積 [4,5] 
50 °C ～ 200 °C: 0.015 °C 
201 °C ～ 300 °C: 0.02 °C 

0.01 °C 

温度均一性 – 作業容積 [4,6] 
50 °C ～ 200 °C: 0.02 °C 
201 °C ～ 300 °C: 0.025 °C 

0.015 °C 

加熱時間 [7] 25 °C ～ 300 °C: 165 分  
(シリコンオイル、710)

-40 °C ～ +25 °C: 35 分
(エタノール)
25 °C ～ 150 °C: 75 分  
(シリコンオイル、200.50)

冷却時間 [7] 300 °C ～ 80 °C: 825 分   
(シリコンオイル、710)

150 °C ～ 25 °C: 110 分  
(シリコンオイル、200.50)
+25 °C ～ -40 °C: 135 分
(エタノール)

安定待時間 [8] 20 分 20 分 
工場出荷時の校正 国家標準へトレーサブルな校正 (校正範囲は限定される) 

注記 
1. 温度範囲は周囲温度およびタンクのカバー有無に依存します。特にタンクカバーを用いない場合は、水分の結露やクーラー部の氷着に

より、マイナス温度での到達時間や到達温度が限定的となることがあります。 
2. 表示精度は、校正の不確かさと 1 年間の安定性を含む信頼の水準 99 % (包含係数 k = 2.58) の不確かさとして記載されています。 
3. 温度安定性は、安定後 15 分間における液体の温度の標準偏差で、 2 標準偏差の値として規定されています。 
4. 温度均一性は、作業容積または作業面積内における最高温度と最低温度の差の 1/2 の値として定義されます。温度均一性の仕様は信頼

の水準 99 % (包含係数 k = 2.58) で記載されています。 
5. 作業面積は直径 75 mm の領域として定義され、参照用温度計と被校正温度計は、液面から 100 mm の深さから最大挿入深さ 360 mm 

までの範囲で、温度計の感温部が同じ深さに挿入されており、液体表面は液面の最小ライン以上とします。 
6. 作業容積は、液面から 100 mm の深さの位置から始まる、75 mm×280 mm の円柱の容積として定義され、液体表面は液面の最小ライ

ン以上とします。 
7. 冷却または加熱時間は、温度の設定値が変更されたときから、液体の温度が設定値の表示精度内に到達するまでの時間です。冷却また

は加熱時間は環境温度、電源電圧、負荷 (被校正温度計の太さと本数)、およびタンクカバー有無に依存します。電源電圧が低い場合、

加熱時間が長くなることがあります。 
8. 安定待時間は、冷却または加熱が設定値に到達してから、液体が「温度安定性」仕様に相当する温度範囲に達するまでの時間です。
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